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委員長（山崎 貢） 

 それでは、平成26年第４回教育委員会定例会

議を開会いたします。 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、会議は成立いたします。 

 なお、会議録の署名委員は会議規則第20条第

２項の規定によりまして、瀬川委員、阪本委員

を指名いたします。 

 初めに、教育長報告をお願いします。 

教育長（小林光明） 

 皆さん、おはようございます。 

 平成26年度初めての教育委員会議でございま

す。 

 入園式・入学式、教育委員の皆様方にはご参

列をいただきましてありがとうございます。い

よいよ26年度が始まりまして、ご承知のとおり、

教育再生という名のもとにいろいろな改革が取

り上げられておりまして、教育委員会制度に関

しましては、地方教育行政の組織及び運用に関

する法律の一部改正も出ていますし、教科書の

無償措置に関する法律の部分改正も出ていると

いうことで、この１年に随分教育法を取り巻く

環境は制度的にも変わっていくのかなというふ

うに思っております。またいろいろご意見を聞

かせていただかないといけないと思いますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

 きょうの報告の中にもあるんですけれども、

大阪狭山市では、文科省の委託事業を受託する

ことになりました。詳細は後ほど担当のほうか

ら補正予算のところで報告があると思いますけ

れども、発達障害の可能性のある児童生徒に対

する早期支援研究事業ということで、大阪狭山

市の支援教育にご助力をいただいております和

歌山大学の小野次朗先生、それから国立特別支

援教育総合研究所の海津亜希子。このお二人の

ご紹介で申請をしたというものでございます。

平成26年度の補正予算事業として、４月30日、

通年議会でございますので、４月30日の閉会議

会で提案をする予定になっております。 

 それから、今年、平成26年度は、来年平成27

年度から小学校で使用いたします教科用図書の

選定をしていかなければならない時期になって

おりまして、17日に選定委員会を立ち上げまし

た。先週の17日に立ち上げまして、今週22日に

調査員の全体会を開催しております。委員の皆

様方には、23年度のときに中学校の教科書の選

定をしていただきましたけれども、同じように

また学習会等の会議を複数回開催させていただ

いて、教育委員会議で決定というふうな流れに

なると思いますので、スケジュールが決まりま

したら、またご報告をさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それから、会議の前に、ちょっと新聞の記事

をお配りいたしました。全国学力テスト、この

22日に実施しましたけれども、それの前に、マ

スコミ２社のほうから、読売と毎日ですけれど

も、公表についての問い合わせがございました。

それにつきまして、電話での問い合わせであり

ましたので、教育委員会で正式には決定してい

ないと。公表の仕方については昨年11月に文科

省が変更しましたので、それについて決定をし

ていないということで、未定ということで回答

はしているんですけれども、非公表を決定した

かその方向で検討というふうな書き方がしてい

るので、ちょっと違和感を感じたりしてるんで

す。ですので、今回、きょうの議案としてチャ

レンジテストの参加についてご審議をいただく

わけですけれども、そのところで公表の仕方は

チャレンジテストも全国学テも一緒ですので、

現時点の教育委員会の考え方として公表する、

公表しないというところは確認をしておきたい

なと。これは、またほかのところからまた問い

合わせがあると思いますので、それをさせてい

ただきたいというふうに思っておりますので、
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どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それから、先ほど冒頭でちょっと触れました

けれども、教育委員会を、教育制度を取り巻く

いろんな変化ですね。例えば、初等中等教育局

長の前川喜平という人が、ある教育雑誌のイン

タビューで答えておられるのですけれども、次

の学習指導要領は平成28年度中に改定するとい

うふうなことをおっしゃっています。これは、

日本教育新聞でもトップで取り上げられてます

ので多分その方向で行くのだろうと思います。

ちょっと前倒しになると思います。28年度中に

改定するスケジュールであると。具体的に、そ

の詳細はおっしゃってないのですけれども、学

習指導要領の構造を見直したいというふうな言

い方をされております。構造を見直すというこ

とはどういうことかというと、教科ごとに縦割

りで教育内容を検討しているこれまでの学習指

導要領、それを教科の枠を取り去って、育成す

べき資質能力を念頭に置いて要領を見直したい

というふうなことをおっしゃっています。具体

的にどういうふうに持っていかれるかというと

ころはよくわかりませんが、縦割りで教科ごと

に教育内容を検討するのをやめていくというこ

とははっきりおっしゃっています。学校で学ぶ

ということはどういうふうにする、どういうこ

とかということを改めて考え直すのだというふ

うなことをおっしゃっています。学習のあり方

の見直しで、反転授業なんか最近よく聞きます

よね。タブレットを渡して、予習をさせといて、

学校ではそれをもっとつっこんでやり合うとい

う、ああいうふうな反転授業の分も含めておっ

しゃっているようです。それから、もちろん、

小学校の英語の教科化や小中一環校の制度化な

どをしようとしていますし、５歳児の義務教育

化の分も取り上げている。それから、小学校の、

専科の免許状があってもいいというようなこと

までおっしゃっているんですね。だから、大き

く変わろうとしているんだと思います。ご承知

のとおり、この26年度に大阪狭山市の教育振興

基本計画をつくってまいりますので、その中で

課題として取り上げて、一定、何らかの形で大

阪狭山市としては市民の意見をアンケートで聞

き、それから審議会をこしらえてその準備に当

たっていますけれども、素案としてまとめると

きは、教育委員会の委員さんのご意見を反映し

たものとして素案をつくってまいりたいと、こ

んなふうに考えておりますので、また個別に取

り上げた課題に対してご意見を頂戴する機会を

設けていきたいと思いますので、そのときのご

協力をよろしくお願いしたいというふうに思い

ます。 

 本日の議案でございます。お手元にお配りを

しております議事日程に基づきまして、１つは、

チャレンジテストへの参加の分についてですね。

それから、２つ目は、いじめ問題対策委員会の

規則ができましたので、その点についてご説明

をさせていただいて、ご審議をいただきたいと。

報告として１点。先ほど申しました一般会計の

補正予算。これはまたもう１点、後ほど追加で

出てくるのですけれども、テニスコートの改修

をしたいということで、補助金申請しておりま

してね、これの採択がつい最近いただきました

ので、当初予算には間に合いませんでしたから、

補正として、またこれは５月14日の開会議会、

議会の始まる頭のときに提出してまいりたいな

というふうに考えております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、委員の皆様、ご意

見、ご質問等ございましたらお願いします。 

 よろしいですか。 

 それでは、本日の議案でございますが、日程

第１、議案９号、平成26年度大阪府中学生学び
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チャレンジ事業費にかかるチャレンジテストへ

の参加ついてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 お願いします。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 失礼します。 

 議案第９号、平成26年度大阪府中学生学びチ

ャレンジ事業費にかかるチャレンジテストへの

参加ついてご説明いたします。 

 チャレンジテストの実施要領を配付させてい

ただいておりますが、概要を簡単に説明させて

いただきます。 

 本テストは、大阪の中学生の学力向上を目標

に実施されます大阪府中学生学びチャレンジ事

業によるもので、生徒の学力状況を分析し、教

育活動の改善・充実に生かすとともに、評定の

公平性を担保するため、学力調査を実施するこ

とを目的としております。 

 １ページにございます内容としましては、対

象学年は中学校１年生及び２年生。教科は、１

年生が国・数・英の３教科。２年生がそれに

理・社を加えた５教科、それぞれ100点満点の

テストを実施するということになっております。

実施日時は、平成27年１月14日水曜日と決まっ

ております。 

 出題内容等につきましては、中学校学習指導

要領の各学年教科の目標及び内容に基づく出題

になっておりまして、社会・理科につきまして

は、進路に合わせまして問題の選択ができるよ

うになっております。 

 問題の作成・採点・集計等の手続等につきま

しては、大阪府教育委員会が行うということに

なっております。 

 続きまして、結果の取り扱いについては、主

に２ページ目から記載されております。調査結

果の提供につきましては、市教育委員会に対し

ましては、市内学校全体、学校ごとの調査結果

等が示されます。府の結果も示されます。各学

校に対しましては、府の結果、当該学校全体、

それから各生徒の調査結果等が提供されること

になっております。生徒個人に対しましては、

府の結果、個人の結果が提供され、個人表につ

きましては学校で印刷をするというふうな説明

を受けております。 

 次に、公表する内容の関係でございますが、

大阪府教育委員会が公表する内容は、府全体の

状況、各市町村の状況で、各中学校の公表は行

わないというふうにされております。市町村の

状況につきましては、府全体の分析とともに教

科別の平均得点を市町村別に公表するというこ

とになっております。ただ、公表の形につきま

しては、現在未定で、府で検討することになっ

ております。学校の結果につきましては、市教

委の判断において公表することが可能とされて

おりまして、これは先ほど教育長からも言って

いただきましたが、全国調査と同様の表現にな

っております。 

 最後、５ページの９番からありますチャレン

ジテストを活用した評定の公平性の担保につき

まして、テスト結果の分析によります評定の範

囲というのを作成するという予定になっていま

して、それを踏まえた評定を作成するというこ

とです。これは、抽出校を決定しまして、その

抽出校による12月末までの仮評価と本テスト結

果から作成して、評定の範囲の正当性を検証す

るということ。その結果を市教委を通して学校

に提供され、今後の評価活動の改善を図るとい

うふうにされております。 

 以上の点をお含みいただきまして、参加の是

非についてご審議いただきますようよろしくお

願いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。それでは、ちょっと、まず質問とか、

あるいは疑問とか、そんなものがありましたら
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お願いします。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 ちょっと確認させていただきたいのですけれ

ども。 

委員長（山崎 貢） 

 確認ですか。はい、どうぞ。瀬川委員。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 先ほど、問題は大阪府教育委員会が作成する

とおっしゃったのですが、実際は委託されると

いうことですよね。２ページに書いていますの

で。それは間違いないのですね。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 はい、そのように聞いております。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 民間に委託する。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか。 

 ご意見のほうはもうちょっと後にしまして、

質問とか何かわかりにくいとかいうところがあ

りましたらお願いします。 

 はい、阪本委員。 

教育委員（阪本 栄） 

 最後の評定の範囲という言葉がちょっとわか

りにくいのですが、結局こういうテストをやっ

た結果と日ごろ学校で行っている評価とのどう

いうところに違いがあるのかとか、そういうこ

とを分析するということですよね。どういうや

り方でするのか全然よくわからないのですが、

評価の範囲を出して各学校にまたフィードバッ

クしていく、今後の評価に役立てていただくと

いうことだと思うのですけれども、その評定の

範囲ということについて、もう少し何か詳しい

情報がありましたらちょっと教えていただきた

いと思うのですけれども。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、お願いします。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 説明を受けておりますのは、本テスト、チャ

レンジテストの結果と、先ほど申しましたよう

に抽出校から出てくる２学期末まで時点の仮評

価、これをクロス集計しまして、統計的に分析

を行うということです。簡単に申し上げますと、

テストで何点とっているかを縦軸にとりまして、

評定、これは目標準拠評価でございます５段階

の評価を１・２・３・４・５、５段階で並べま

して、例えば１の仮評定がついた子は、テスト

でどれだけの範囲におさまっているか、２の評

定がついた子は、このテストでは何点から何点

までに入っているかということを、それぞれ、

恐らく個体を並べるのだと思うんです。そうし

ますと、例えば70点をとっている子は、評定で

いうと３と４と５の間に入っているというよう

なことがわかると思うのですけれども、余り極

端なものは、やっぱり弾いていくといいますか、

それを精査していくというふうなその評定の分

布をつくっていくと。 

 ですから、５段階のそれぞれの子がチャレン

ジテストで何点から何点までにおさまっている

だろうかいうことです。余り極端に、例えば、

点数が低いのに５がついている子が出てくるで

あるとか、そういうことを個々に分析をして、

このテストにおいては主に５がつく子について

はこれぐらいの範囲、４がつく子はこの範囲と

いうことを、一つの指標として府のほうが示さ

れる。それを学校のほうに持っていく。これを

府全体といいますか、各市町村からも担当が出

まして、それを一緒に合わせて分析に加わると

いう予定にはなっております。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 あの、ごめんなさい。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、どうぞ。 
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委員長職務代理者（瀬川武美） 

 抽出校を、要するに評定の範囲を選定するた

めの抽出校を選定する基準は何なのですか。 

教育委員（阪本 栄） 

 それはもう無作為なのですか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 それはもう、無作為になってくると思います。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 無作為になるのですか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 はい。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 それで、簡単に言うと、要するにかなりいい

のとかなり悪いのは削除して、中央値に来るよ

うなところで捉えていこうということなのです

かね。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 中央値、かなり幅はあろうかと思いますけれ

ども。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 極端にいいのと悪いのは外してという。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 外すかどうか、そこを検討していくというこ

とになります。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 普通、統計は大体そういうやり方しますけれ

ども…… 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 本年度につきましては、それをするための試

行的なテストにして位置づけられているという

ことになります。 

 将来的に、これが、それが評定といいますか、

高校入試に結びつくか、まだ夏の段階にならな

いと明らかになってないのですけれども。 

委員長（山崎 貢） 

 当初ね、新聞公表では28年度から実施すると

いうようなことが書かれていましたね。その方

向、今のところ未定なのですか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 はい。８月に、府はそれについて発表すると

いうことになっております。 

教育委員（長瀬美子） 

 多分これも未定なのだと思うのですけれども。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、どうぞ。 

教育委員（長瀬美子） 

 大きく外れて削除される部分がありますよね。

例えば、本当に５がついているけれども実際の

チャレンジテストでは点数が低いので弾かれた

りすることで、是正指導みたいなのは入るんで

すか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 いや、そこはどうか全く…。 

教育委員（長瀬美子） 

 それを調整していって、例えば評定を府立高

校の試験に、均等というか、公平にしていくと

いうような狙いがもしあるなら、是正指導みた

いなのが今後は…、それはまだ何も触れられて

いないのですね。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 はい。何も。はい。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 ただね、読んでいると、これ、支援をすると

書いていますよね。いわゆる結果に応じてね。

だから、そういうのがないと意味がないですよ

ね。その辺のところは、言われてないわけです

ね。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 具体的にはそれはないですけれども、読み取

る範囲ではやっぱりそういう。余り極端な場合

はいかがなものかということになってこようか

とは思いますが、しかし、それを変えるという

ことは難しいかなと思います。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 
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 そうですね。 

委員長（山崎 貢） 

 いずれにしても、今年度は試行やね。試行で、

いわゆる評定の範囲についてはこれから市町村

も含めて分析していくと。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 そうです。はい。 

委員長（山崎 貢） 

 それをつくるためにやるということですね。 

教育長（小林光明） 

 これ、今、お配りいたしましたでしょう。こ

れを見ていただいたらわかっていただきやすい

んかなと思うのですけれども、このグラフの右

側に評定の範囲の作成イメージがありまして、

チャレンジテストの結果と２学期末時点での仮

評定をクロス集計して評点の範囲を示すと。左

の図で、テストの得点、チャレンジテストの得

点が70点の場合は、その生徒の評定は４がつく

場合、３がつく場合、２がつく場合があると。

これだけ広い範囲になっているので、大きくは

影響ないかなというふうに思いますけれどもね。

70点の場合、これだけの範囲でつきますんでね。

この範囲がどうなるかというのがよくわからな

いですけれども、これ、今、事例ではわかりや

すく書いていただいている。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 同じ70点で評点が４・３・２だったら違いま

すもんね、意味が。 

教育委員（長瀬美子） 

 それをどうするのかなと思って。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 それをどうするのかという。 

教育長（小林光明） 

 一番これを導入したいって思われたきっかけ

は、絶対評価に移りますよね。調査書。内申書

の。絶対評価するときに、各学校で絶対評価つ

けたときに、ばらばらでしょうと。そのばらば

らになるのをできるだけ公平にしたいというこ

とでこれを導入したのですね。この結果を見た

ら、ばらばらというか、あってもない、なかっ

ても同じような結果になりますよね。だから、

大阪市の大森さんはこんなんやったら意味がな

いとおっしゃっているんですよ。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 それはそう思いますね。 

教育長（小林光明） 

 でも、大阪府教委としては、こういうふうな

結論にまとめはったのですね。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 これを使うと絶対評価にはならないと思うの

ですけれども。ねえ。すごく大きな相対評価に

なっていますよね。 

委員長（山崎 貢） 

 例えば、たくさん中学校があるとこやったら

何校かとか、狭山みたいに３つしかないところ

やったら、アトランダムで、例えばＡ校、３つ

のうちのＳ中学校やとか、こういうことになる

のかな。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 日程だけ示されておりまして、７月に抽出校

への協力依頼というのが入っておりますので、

今後、そういうのが具体的に示されてこようか

と思います。何校抽出とか。 

教育委員（長瀬美子） 

 河南町には中学校が１校しかないということ

になるので、南河内のブロックとか、何かもう

ちょっと大きいんじゃないですかね。そうでな

いと、選ばれたら毎年河南中学校、毎年すると

かになっちゃうので。もうちょっと広い範囲の

中で、その学校数とかからの比率で何校とかじ

ゃないんですかね。ある程度地域差はあるので、

ブロックとかはちゃんと選ぶと思いますけれど

も、学校差はちょっとあるかなと思うのです。 

教育部理事（田中典子） 
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 それについてはね、スケジュールもだんだん

遅れてきていまして、今年度も一応試行みたい

な形で、だから抽出校をどれぐらい選んだらい

いのかとか、それから…… 

教育委員（長瀬美子） 

 まだ数もないのですよね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうです。 

 この評価が一応モデルで、今お配りしたグラ

フみたいなところには書いていますけれども、

果たして問題の点数がこんなきれいな分布にな

るのかどうかということで。学力調査の、全国

の学力調査のほうについては、Ｂ問題ガッツリ

入れて、テスト返ってくるまでの間、４月にこ

の間ありましたよね。９月ぐらいにやっぱり返

ってくる感じで、かなりの期間を要しているん

です。でも、このテストについては１月にやっ

て３月に全部返すということですので、記述式

をたくさん入れたり、Ｂ問題をたくさん入れる

ということは不可能なのです。ということは、

Ａ問題の短答型が多くなるということは、この

点がこんなきれいな分布にならずに、多分上位

にかなり集まるであろうということが予想され

ます。だから、そのことも踏まえて、やってみ

ないとわからない部分があります。 

 先ほど教育長が申しましたように、当初はそ

の学校の平均点に応じて平均の高いところには

内申点の５をたくさん入れてもいいよというよ

うなことを考えている考え方と、それから府教

委なんかはそういうことはすごく学校の本来や

っている評価のあり方と外れてくるということ

で、かなりその間で揺れていまして、この案も

かなり何度も何度も見直されている状態なんで

す。最終的には、府教委のほうはこれによって

市町村の評価が適切かどうかというのは必要に

応じて指導助言する。だから、このテストに加

えてこれがおかしいやないかって全部フィルタ

ーにかけるということも言ってないので。ただ、

市町村の代表者で組織する評価検証会議という

のは一応つくって、その中で適正な評価がされ

ているかということは、府教委のほうで一応見

ますよと。ただ、一人一人の評価が適正かどう

かというようなことについては、それは検証す

るような余地もなく、普通にやっている高校入

試でもあんれけミスが出て問題になっているの

に、これを加味したことが適正かどうかを判断

するというのは、難しいのではないかなという

ふうな予測もあるので、今の段階ではちょっと

わからないことも、多いような具合です。 

 ただ、参加するかどうかについては、この会

議で決めていただかないと、期日が迫っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 まだまだ未定の部分というか、これからいろ

いろやっていく中で、細かいとこが決まってい

くいうところがあるんですが、このチャレンジ

テストについて、大阪狭山市の中学校が参加す

ることについて、ちょっと、それについてご意

見がもしあればお伺いできますか。 

 実施要領を見たら、ほとんど全国の学力テス

トの要項あるいは留意事項、配慮事項と随分、

24年度の大阪府の学力テストに比べたら、大分

配慮しているように思うのですけれども。 

 参加するということでよろしいですか。 

教育委員（阪本 栄） 

 この事業に対して参加するということの機会

ですよね。それをやっぱりちょっと、一律阻害

するのはどうかなと思うので。あとの取り扱い

については議論しないかんとは思うのですけれ

ども。これも余り、任意ですよね、これ、参加

する、しないは。もしこれ、わかりませんけれ

ども、任意の参加で募集して、参加するところ

は非常に少なかったら、この事業そのものに意

味がないですよね。その辺もどうかなという気
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はするんやけれども。多く参加されるんだろう

とは思うのですけれども。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 賛成ではないんですが。 

委員長（山崎 貢） 

 入試制度そのものについては、府教委に権限

がありますし、将来このチャレンジテストが何

年か後に内申書に傾斜配分というか、何らか関

わるのであれば、これはもう参加せざるを得な

いだろうと。うん。 

教育委員（阪本 栄） 

 最終的には、目標はそこにあるのですね。 

委員長（山崎 貢） 

 そこにあると思うのですね。でないと、この

評定の範囲になんてこんなん出しませんもんね。

はい。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 試行ということでね、やってもいいとは思う

んですけれども、一応それで進めていくことに

してよろしいのですね。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 ちょっと疑問点を、昨日までにちょっと思っ

てたことメモしてきたのですけれどもね。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、どうぞ。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 申し上げてよろしいですか。 

委員長（山崎 貢） 

 結構ですよ。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 きのうの段階で、いろいろ私なりに、何か、

いろいろ考えさせられる点があるなと思って、

ちょっとメモをしてきたのがあるので、少し時

間をいただいて、今後の参考にしていただける

ようなことがあればと思っておりますので、ち

ょっとお聞きいただきたいと思うんですけれど

もね。 

 評価というのは、妥当性と信頼性と客観性が

重要とされているのですが、今回のチャレンジ

テストでは、高校入学選抜における評定の公平

性ということ言っているわけですね。そのこと

自体が、私、根本的に疑問なんですよ。そのほ

かに、６つばかり、多いのですけれども、疑問

がありますのでちょっとゆっくりめに申し上げ

ますと、まず１点は、先ほども話題になったの

ですけれども、公平性を担保するために評定の

範囲を作成するわけですが、そのために抽出校

を決めると。先ほど無作為ということがありま

したけれども、その時点で公平性を喪失するの

ではないかというふうに思っております。無作

為となると、抽出校の基準がないわけですよね。 

 次は、仮に、入試に適合した学力を育成する

ということを、それを公平というふうに考えて

いるのであるならば、公平な学力を持った者が

選別されるというのはどういうことか。これは

矛盾しないかというふうに思いました。 

 ３点目は、チャレンジテストの結果に応じて、

先ほどもこれは質問したのですけれども、支援

するとあるのですけれども、どのような支援を

想定しているのか、支援の枠組みはあるのかと

いう疑問も持ちました。 

 それから、４点目。学力の格差に、最近、こ

れはずっとＯＥＣＤなんかもいろいろ言ってい

るのですけれども、社会的・経済的背景がある

という研究があるわけですね。この点は一切考

慮されないで、学力だけを公平に保つというこ

とが果たして可能なのかどうか。こういう社会

的・経済的背景というのは無視するのかという

ことなのですね。万一、そのチャレンジテスト

の結果、アンケート等も実施されるようですの

で、その公平性の問題として社会的・経済的背

景があるというものが出た場合、支援はどうす
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るのか。 

 ５点目は、テスト問題の作成や採点、集計を

民間に委託するということに対しての疑問です。

学習指導要領にうたわれている達成目標を指標

とするとありますけれども、教育の実態をよく

知っていると思われない民間業者に、その指標

に基づいてテスト問題を作成されることは好ま

しいこととは思えません。目の前の子どもの学

力を評価できるのは、実際に教育している教員

です。高校の達成度テストに関連するある新聞

記事を読んだんですけれども、そこでは、書い

てらっしゃる方が、テストは国に任せないで教

員が主体となって作問と分析をするという提案

をされていました。私も同じ考えです。チャレ

ンジテストも、現場の教師たちが集まって学習

の実態を踏まえて協議をして、妥当なテスト問

題を作成すべきだと思います。 

 そのための時間と経費は、浪費と考えないで

大いに出資すべきであると思いますし、民間に

委託するよりも生きたお金の使い方になるので

はないかと思います。 

 民間の作成したテスト問題で、自分の指導し

た子どもたちが評価されるわけですけれども、

それは、実は教員自身も評価されることになり

ますね。ですから、教員のその実態を知らない

他人に評価されることで、教員は果たしてその

結果に納得するだろうか。また学習指導の改善

にも意欲的になるだろうかというふうな疑問を

持ちました。 

 そもそも、チャレンジテストの本当の目的は

何かというふうに考えてしまいました。大阪府

の子どもの学力は確かに低いという結果が出て

いますけれども、その子どもたちの学力の底上

げを狙っているとするのであれば、特定のテス

トだけを指標にして、果たして望ましい学力が

向上するだろうか。学力が向上しない原因を探

って、容易なことではないですけれども、また

遠回りのようですけれども、その解決に取り組

もうとすることが先決ではないかと思います。 

 この調査結果の配慮としていただきましたそ

の実施要領を見ますと、教育活動の一側面であ

って、このチャレンジテストというのは、教育

活動の一側面であって、序列化や過度な競争が

生じないようにすることとありましたけれども、

チャレンジテストの頻度が多くなれば、教育そ

のものが本来の目的から離れて、学校の序列化

と受験勉強の教育化という方向に拍車がかかる

のではないかと思います。人格の完成という教

育基本法にうたわれている目的の達成に力点を

置いた教育改革を優先して行うべきであるとい

うふうに考えました。 

 以上です。 

委員長（山崎 貢） 

 ま、その辺も含めて、今後、もっともなこと

やと思いますが、私も。 

 瀬川委員さんの、今、ご指摘されたことに関

して、他の委員さん、何かございましたら。 

教育委員（阪本 栄） 

 ２学期までの成績でやるというのは、あくま

でも26年度事業で26年度中に結果を出したいと、

そういうことですね。それだけの意味なんです

ね。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育委員（長瀬美子） 

 私の素朴な疑問は、全国の学力調査の結果を

使って、試行なのであれば、全国の学力調査の

結果を使って、それと評定をクロスして結果は

一旦出せるんではないかと。わざわざもう一回

やらなくても、４月に実施しますから、ほとん

ど２年生までの学力なので、２年生までの学力

と２年生までの仮評定が出ている段階で、その

クロスを掛けて現実には全国の学力調査の結果

と評定の散らばり、先ほど表でいただいたよう
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なことは十分出せるのではないかと。なぜもう

一回チャレンジテスト、独自なものをやって出

さないといけないのか、まず一つわからないの

で、試行とは言っていますが、二重に試験をし

なければならないのかが疑問です。 

 ただ、絶対評価に移行するに当たって、現在

実際の統一テストによる点数と、各学校の評定

がどういうふうに散らばりがあったりしている

のかというのを把握するというのは要るのかも

しれないので、それだったら既存のものでもあ

るんじゃないかと思うと、このチャレンジテス

トをわざわざ１月に実施をする理由がよくわか

らないところもあって、もし後々評定の公平性

を保つというのであれば、全国学力調査の結果

を使って、現在大阪府がこのような形での散ら

ばりがあるということを出してもらってもいい

んじゃないかと思ったりもしたので、この調査

目的のところが、どうしてもチャレンジテスト

ではないといけないということが見えにくかっ

たのは事実です。 

 ただ、先ほどおっしゃったとおり、これをも

とにしながら、府の高校入試の制度を構築して

いくというのであれば、もう参加しないわけに

はいかないというのは、どうしても、私たちの

本意とはまた別かもしれませんけど、あるので、

何か、私としては実際に全国調査をやっている

ものとの整合性も図っていただいて、少し、そ

ういうものも一方で大阪府が調査をきちんと検

証もしながら取り組んでいただかないと、２つ

試験をやって、片方はこういう使い方をして、

片方はこういう使い方をしてと、そのことだけ

で現場が２回試験しなきゃいけない、２年生の

終わりにやって、また３年生で全国調査をやっ

てというようなことばっかりされていて、一体

何のために自分たちが試験をさせられているの

かが、２年生、３年生の子たちによくわからな

い、どう返ってきているかもわからないという

のではちょっとかわいそうだなと思うので、１

回の調査の中で、いろんな目的とかいろんな方

法を使って多面的にできるのであれば、そうい

うことも考えていただければなと思っています。 

委員長（山崎 貢） 

 確かに全国もあるんですけれども、全国の場

合は、中学校の場合、３年生の国語と数学だけ

やね。というのもあるんやろうけれども、絶対

評価のほうに向かっていく中で、１年生、２年

生の評価も加味していく方向ですね、大阪府は。

そうすると、全国の場合は、国語、数学という

２教科だけいうこともあるけれども、それでは

十分反映できないというか、絶対評価につなが

っていかないということもあるかと思うんです

けれどもね。 

 全国の学力テストについては、大阪府自身も

かなり細かく分析はしていますね。それの結果

に基づいて何か事業もされているんやね。何か、

しんどい地域については、学力向上のための施

策というのはやっているんかな。ちょっとその

辺、確認やけれども。やっていますね、たしか。 

今後、やっていく中で、また市町村も関わ

っていくということですので、ひとつ今日出ま

した教育委員さんの、何か心配やね。これから

子どもを育てていく上での、本当に心配なこと

いっぱいあると思うのですけれども、そういう

のを、もし会合なんかで府教委もしくは他の市

町村にも狭山の意見として出していただければ

と思います。 

教育部理事（田中典子） 

 今おっしゃったことは、昨年度末に市教委か

らの意見を聞きますという場がありまして、そ

こでもきちっと伝えているのですね。大阪府が

言うてる学力と文科省が言うてる学力は違うと

いうのが、先ほど長瀬委員も、それから瀬川委

員もおっしゃったそのお話の中にあったと思う

のですね。どうも大阪のやっぱり学力というの
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は知識・理解を詰め込んで、それがどんだけあ

るかというのをテストではかろうという考え方

で、片や絶対評価をしなさい、しなさいと言っ

ているのですけれども、このテストは国語何点

という評価なのですね。でも、実際、国語の中

にも観点５つあったり、数学の中にも観点４つ

あるという、そのそれぞれの観点に基づいた評

価をするというのが絶対評価の方向なので、国

が言っている。大学入試なんかが変わってきて、

教科の枠外すような問題出すとか言っています

よね。それは、いわゆる全国学テのＢ問題を重

視したような学力観に基づく流れやと思うので

すけれども、大阪府の今やっているこのチャレ

ンジテストというのは、どう考えてもＡ問題中

心になるので、多分それを点とらないといけな

い、国のテストは置いといて、このチャレンジ

テストでいい点をとるように育てようと思った

ら、現場の先生はやっぱりどうしても知識・理

解を重視するような形にならないかというのが

すごく心配だということは府にも言っているん

ですね。だから、そのあたりは、このテストだ

けに影響を受けることのないように、府教委と

してはすごく幅を持たせてくれたこの評価の５

から１の、例えば70点やったら２から４までつ

けてもいいような、すごく幅を持たせてくれた

というのが、すごくやっぱり府教委として頑張

っていただいた点なので、その２から４の幅の

中で、例えば同じ点、チャレンジテスト同じ点

でも４つける子の評価は何を重視するかという

あたりで、やっぱりそのＢ問題を狭山は重視を

して、やっぱりレポートであるとか、日ごろの

授業の中でそういう言語活動を重視したような

授業づくりをするということに力点を置いて、

私たちは指導していかないといけないと考えて

いるのです。それは、今、評価基準をつくると

きに、大阪府の教育センターからそういう専門

家に来ていただいて、学校の通知表を見直す作

業に、今、入っているんです。その中では、こ

のチャレンジテストは１個の指標ではあるかも

しれないのですけれども、その中で、より高得

点な評価をつけるための、そのＢ問題の授業を

どんなふうに展開していくかということを含め

て、評価基準というのを狭山独自でつくってい

くということに、今、ポイントを置いています

ので、これはこれでやっぱり受けられないと、

そういう物差しを捨ててしまうことになるとい

うのは、保護者にとっても非常に不利益という

か、みんな受けるテストを受けずに、内申点が

公平じゃないのではないかという、そういう心

配が出てはいけませんので、とりあえず今年は

試行だということなので、そういうものにもで

きたら一個の指標として入れて、なおかつそれ

に振り回されないような評価基準づくりという

のを、市教委として取り組んでいきたいなとい

うふうに、市教委としては考えています。 

 以上です。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、よろしいですか。 

 それでは、前向きじゃないんですけれども、

やむを得ずこのチャレンジテストには大阪狭山

市の中学校、参加するということでよろしいで

すか。 

 それでは、日程第１、議案第９号、平成26年

度大阪府中学生学びチャレンジ事業費にかかる

チャレンジテストへの参加については承認され

ました。 

 続きまして、日程第２、議案第10号、大阪狭

山市いじめ問題対策委員会規則についてを議題

といたします。 

 担当に説明を求めます。 

教育長（小林光明） 

 委員長、すみません。関連して、冒頭、私、

お願いしましたように、全国学テの公表につい

ても、ちょっと確認をしておきたいと思います。 
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委員長（山崎 貢） 

 すみません。あの新聞のやつやね。 

 これは、もう学校別については、平成24年度

の大阪府の学力テストを不参加にした時点で、

これは学校別公表というのが明らかになるとい

うことで、不参加という意思を、このメンバー

でしたわけですから、これは非公表ということ

でいいのではないでしょうかと思うのですが、

どうですか。 

 はい。だから、全国学力テストについて、学

校別の公表については非公表ということ、これ

はもう、理由はもう前も言ったように、過度の

競争とか、偏見、差別偏見につながるというこ

とです。 

 それで、大阪狭山市としては、ホームページ

でね、非常に詳しく公表していますし、学校別

に関しては、点数は公表してないですが、結果

について文書表現で検証して、今後学力向上に

向けての授業改善等、これもホームページで公

表していますので、今後もこの方向でと、いい

のではないでしょうか。 

 ということです。 

 それでは、日程第２、議案第10号、大阪狭山

市いじめ問題対策委員会規則についてを議題と

いたしますので、よろしくお願いします。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 失礼します。 

 議案第10号、大阪狭山市いじめ問題対策委員

会規則についてご説明いたします。 

 ３ページにございますように、この規則は、

大阪狭山市附属機関設置条例第３条の規定に基

づき大阪狭山市いじめ問題対策委員会の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとなって

おります。 

 以下、内容を確認いただきまして、審議いた

だきますようによろしくお願いいたします。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。前回のときにね、大阪狭山市のいじめ

問題の基本方針出していただきましたね。はい。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 ２月の委員会のときに、一応、附属機関設置

条例の一部改正ということで、一応提案させて

いただきました。それにつきましての詳しいこ

とを定めるということで、教育委員会規則のほ

う、きょう、提案させていただいております。 

委員長（山崎 貢） 

 それに基づいてですね。はい。 

 前回もちょっと説明を受けましたが、詳しく

このように規則を作成していただきました。 

 委員の皆様、質問とかご意見ございましたら。 

 はい、長瀬委員。 

教育委員（長瀬美子） 

 規則の文言自体ということではないのですけ

れども、入っていただく委員さんの中身として、

例えば、臨床心理士さん、社会福祉士さんが必

要だと思うんですが、その選定するときに学校

関係のことをよくご存じの方であってほしいと

思うので、スクールカウンセラーのご経験があ

ったり、スクールソーシャルワーカーのご経験

があったりするほうが、同じ心理職・福祉職の

方でもいいかと思うので、そういう条件を定め

ないのであれば、選定のときぜひそういうご経

験のあるよくご存じの方をお願いしたいなとい

うことです。 

委員長（山崎 貢） 

 これ、もうある程度、指名してるのかな。こ

れについては。 

 はい。 

教育部理事（田中典子） 

 これにつきましては、大阪府の教育委員会の

ほうから、いろいろ経験のある方をご紹介いた

だきまして、今回予算もつけていただきました

ので、そのような方を選ばせていただくように

しています。 
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教育委員（長瀬美子） 

 よろしくお願いします。 

 他の自治体とかの事例もあると、ご存じの方

もおられると思うので、ちょっと広い目で見て

いただける方に、ぜひお願いします。 

委員長（山崎 貢） 

 ほか、よろしいですか。 

 はい。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 これは、定期的に開くものじゃないですね。

書いてないですもんね。何か、そういう必要が

生じたときに開くのですね。どっか載っていま

したか。 

委員長（山崎 貢） 

 これ、メンバー等決まったら、まず初めに１

回全員集まって、趣旨とかも含めて会うでしょ

うね。会合は。１回目はね。特に問題がなかっ

たとしても。そして、その後、どういうときに

集まるかとかもお決めになるんちゃうかな。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 委員会の中でそれは決めていくので、定期的

なものではないということですよね。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、どうぞ。 

教育部理事（田中典子） 

 このたびの素案を決めましたので、基本方針。 

委員長（山崎 貢） 

 そうですね。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。それについてもご説明をして、まずそ

のことについても、またこのような立場でのご

意見を聞きながら、初年度は取り組んでいきた

いと思っています。内容については十分初回に

説明させていただく予定です。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。よろしいですか。 

 ないようですので、日程第２、議案第10号、

大阪狭山市いじめ問題対策委員会規則について

は承認されました。 

 続きまして、日程第３、報告第７号、平成26

年度（2014年度）一般会計補正予算（教育委員

会関係）についてを議題といたします。 

 担当に報告を求めます。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 失礼します。 

 報告第７号、平成26年度（2014年度）一般会

計補正予算（教育委員会関係）について報告い

たします。 

 最終６ページにございます今回お願いしてお

ります補正予算でございますけれども、冒頭、

教育長のほうからありましたように、平成26年

度、発達障害の可能性のある児童生徒に対する

早期支援研究授業ということで、文科省の指定

を受けて委託金100％の補助をいただきまして

実施する事業でございます。 

 大阪狭山市におきましては、これまで大阪狭

山市発達障害実践研究会というのを10年ほど前

から発足させまして、各学校に入り、発達障害

の可能性のある児童生徒に対してＭＩＭ指導の

実施や発達検査ＷＩＳＣの活用などに取り組ん

でまいりました。その実践研究会を中心といた

しまして、研究テーマ、発達障害のある子ども

に配慮した授業づくり、集団づくりというテー

マで、副題がＭＩＭ指導の活用につまずきの早

期発見とどの子も理解しやすい指導方法の工夫

というテーマを設定いたしまして、全小学校７

校におきまして、通級指導教室等を中心に事業

を進めていくものでございます。 

 市としまして、取り組み内容は、主に、１つ

目が、市教委主催の研修会の実施。それから発

達障害実践研究会の開催。それと、通級指導教

室が設置されてない学校につきましては、個別

指導教室、これは仮称でございますが、そうい

う教室を開室し、経験のある指導者を用いて発
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達障害の子どもへのきめ細やかな指導を行うと

いうことでございます。それに加えまして、各

学校の授業研究の訪問指導。最後に、各学校の

取り組みに対する学校評価ということでござい

ます。 

 各学校につきましては重点テーマを決めてお

りまして、それぞれ小学校でＭＩＭ指導、ある

いはＩＣＴの効果的な活用等、これまで学校が

進めてまいりました授業をより深く研究するよ

うなテーマを設定しております。 

 予算の中にありますアルバイト賃金というの

は、ありましたように、通級指導教室のないと

ころに入っていただくアドバイザー等の賃金に

なっております。 

 あと、研修会の講師謝礼。それから、各学校

で研究をしてまいりますのに必要な消耗品等の

予算を計上しているものでございます。 

 以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。ご意見、ご質問等ございましたら。 

 これ、何年間の事業ですか。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 ２年間です。 

委員長（山崎 貢） 

 ２年間ですか。 

 ２年間で828万1,000円。え、１年間で。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 一応、800万円程度ということで、予算いた

だきました。１年間…… 

委員長（山崎 貢） 

 市が何か出さなあかんの。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 いや、100％いただく形になっておりまして。 

委員長（山崎 貢） 

 全部。 

学校教育グループ課長（中川誠己） 

 はい。 

委員長（山崎 貢） 

 はー。おいしい事業やね。 

 やっぱりあれ、狭山にという府からのご指名

ですか。それとも、こちらから手を挙げてのこ

とですか。 

教育部理事（田中典子） 

 先ほど課長から説明しました大阪狭山市発達

障害実践研究会というのが、和歌山大学の小野

先生という教授なのですけれども、この方お医

者さんでして、ずっとそれの指導に来ていただ

いていたのですね。この方が、国研の国立教育

研究政策所の海津先生という先生とすごくつな

がりがありまして、ミム、ＭＩＭと書くんです

けれども、ＭＩＭ指導というのを取り入れて、

指導していただいていたのです。それが東小と、

それから東小を中心にだんだん広がっていくよ

うな形で、１年生の読みの指導。音読のときの

流暢な読みということで、特殊音節って、病院

をビヨウイン。これ、意味違いますけれども、

子どもたちで混ぜこぜになったり、それからオ

トウサンじゃなくてオトオサンと読むとか、そ

ういう細かい言葉の読みが流暢にできるかでき

ないかというのを分析して、その読みにつまず

きのある子を非常にきめ細かく指導して、読解

力を高めようというような指導の方法なのです。

それをずっと継続してやっていたところ、それ

が全校展開、うち、７校全ての小学校でやるよ

うに今年からなっているんですけれども、そう

いう取り組みが全校でできることが非常に珍し

いということで声がかかりまして、国から直接

なのです。その後、この計画書は府に報告して、

府でもすごい取り組みやということで、いろん

なまたこの協力依頼もしていただけるというこ

となのです。７校ともテーマが違いますが、特

に一番これをやりたかった理由というのは、通

級がついているのが７校中４校なのです。でも、

これをやることによって、残りの３校にもそう
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いう個別指導をする非常勤がつけられるという

ことで、この800万のうちのかなりのお金を、

その非常勤講師をそこに充てるというような取

り組みが展開できます。その他、視覚支援がで

きるような機材がたくさん購入できて、その専

門家から見てこういうものを学校や教室に入れ

ると、子どもたちは１時間の授業が退屈せずに

集中できるよということで、発達障害の子のそ

ういう早い段階でそういう支援をすることで、

学力を伸ばせられるし、問題行動も減らすこと

ができるという。専門家がすごく入り込んでい

ただける事業だということです。講師謝金なん

かも、全部このお金から出ています。 

委員長（山崎 貢） 

 なるほど。はい。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 その先生のいわゆる調査研究みたいな形にな

りますよね。それが２年間という形なんですね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうです。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 じゃ、そのすごくよかったと、いい成果が出

たときに、次期はどうなるのですか。 

教育部理事（田中典子） 

 それは、通級指導というのは国からの予算で

ついているものなのです。今、４校しかついて

いませんけれども、これの成果によっては、そ

ういう加配教員がいただきやすくなったり、ま

た無理でも、いろいろその学校の中で個別指導

してきたことのやり方についてはたくさんの消

耗品もいただきますので、それはずっと、例え

ば絵カードであるとか、そういうその指導に適

切な指導方法を先生たちが身につけることによ

って、教室の中でもそういう指導方法が継続し

て展開していけるということです。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 予算も、ひょっとしたらいただける可能性は。 

教育部理事（田中典子） 

 予算は確定していません。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 予算じゃない、予算じゃない。800万はない

かもしれないけれども、何らかの補助はいただ

ける道はつけていただけるということになるん

ですかね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうですね。国からのダイレクトなので、そ

のあたりは、ちょっとその続きはわかりません

けれども、一応、この事業は継続した、中身で

すね。お金じゃなくて、中身については子ども

たちに２年間だけやってたけれどもその後はな

いということのないようにやっていきたいなと

考えています。段差がつかないように気をつけ

たいと思います。 

委員長職務代理者（瀬川武美） 

 そうですね。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。 

教育委員（阪本 栄） 

 狭山以外に認められているところはあるので

すか、この事業について。 

教育部理事（田中典子） 

 いえ、大阪府ではうちだけです。 

教育委員（阪本 栄） 

 うちだけ。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。でも、全国的には50校ぐらいを…… 

教育委員（阪本 栄） 

 50校ぐらい。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。50市、市町村。 

教育委員（阪本 栄） 

 50市。 

教育部理事（田中典子） 

 はい。 



－16－ 

教育委員（阪本 栄） 

 これは、何かモデルのような形で報告書を出

さないかんのですか。 

教育部理事（田中典子） 

 それはもう、もともとこれは計画書を出すも

のになっています。 

教育委員（阪本 栄） 

 必ずやっぱり。委託ですから。せやね。出し

て報告ということですね。 

教育部理事（田中典子） 

 そうです。 

委員長（山崎 貢） 

 場合によっては、いわゆる発表も。 

教育部理事（田中典子） 

 いや、それはね、もともと聞いたのですけれ

ども、発表といったらもう丸ごとパックに重ね

ようかなと思っていて、そういうのも、計画書

なんか、報告書なんかも市教委が全部引き受け

る感じで、現場には負担かからないようにしよ

うとは思っています。 

 あとは、今までにつくっている大阪狭山市の

そういう支援教育というのはリーフレットの土

台がありますので、それをこの機会に見直して、

このいろんな取り組みの成果を入れたものを成

果として、リーフレットに使おうかなというふ

うに思っています。 

委員長（山崎 貢） 

 なるほど。 

 これまでやってきたのをさらにお金をもらっ

てより深めていくということですから、なかな

かいい事業ですね。 

 よろしいでしょうか。 

 はい。日程第３、報告第７号、平成26年度

（2014年度）一般会計補正予算（教育委員会関

係）については承認されました。 

教育部長（橋上猛雄） 

 委員長。 

委員長（山崎 貢） 

 はい。 

教育部長（橋上猛雄） 

 ちょっと関連をしてですね、冒頭、教育長が

言いましたように、５月の補正について、ちょ

っと若干説明させていただきます。 

 2014年の通年議会の開会議会が５月14日に開

催される予定です。その場で、山本テニスコー

トの改修工事ということで1,762万6,000円とい

う予算を計上したいと考えております。これは、

今回スポーツ振興くじ助成金が1,010万1,000円

ということの助成金を頂戴できることになりま

したので、この予算を急遽計上するものでござ

います。 

 それと同時に、教育部の議案ではないんです

けれども、学校給食センターの耐震補強等工事

の工事請負契約についてですけれども、これに

つきましては、予定価格が１億5,000万円以上

になりますので、議会の議決に付すべき条例に

決まっておりますので、これにつきましても総

務部から一応議案のほうを出していただくとい

うことになっております。 

 私からは以上でございます。 

委員長（山崎 貢） 

 今、狭山の場合は、議会は通年ということで、

５月ぐらいに出すということに。 

教育長（小林光明） 

 ５月14日です。 

委員長（山崎 貢） 

 ５月に出すということ。 

 わかりました。 

 山本のテニスコートの改修と給食センターの

改修…。 

教育部長（橋上猛雄） 

 耐震等工事です。 

委員長（山崎 貢） 

 耐震ね。 
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教育部長（橋上猛雄） 

 はい。請負契約の締結の承認をいただくもの

です。 

委員長（山崎 貢） 

 はい、わかりました。 

 本日の議案は以上でございます。 

 これをもちまして、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 

                  以上 
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